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伊勢原市は神奈川県のほぼ中央に位置し、東京からは東名高速道路

で40分、小田急電鉄で新宿から60分、距離にして東京から50キロ

メートル、横浜から45キロメートルの位置にある都市です。

恵まれた自然環境と温暖な気候が特徴で、生産される野菜や果物も

種類豊富です。また、丹沢大山国定公園の一角に位置するシンボル

「大山（おおやま）」は、古くから山岳信仰の対象となっている霊

峰で、現在も年間を通じて観光客や登山客が訪れる人気のスポット

です。
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また、人口10万人あたりの医師の数が県内最高水準であるなど、充

実した医療環境も特筆 す べき点です。高度先端医 療を提供する「特

定機能病院」として厚 生 労働省の承認を受ける東 海大学医学部付属

病院をはじめ、24時間体制の産科医療等に取り組む伊勢原協同病院

など、多くの医療機関が子育てしやすい環境を支えています。
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不妊症や不育症に悩むご夫婦に対し、保険外治療費の一部

を助成する制度があります。また、神奈川県では、体外受

精および顕微授精（特定不妊治療）を受けた夫婦に対し、

治療費の助成を行っています。

妊娠がわかったら、母子・父子健康手帳を受け取りましょ

う。また、妊娠・出産に対する不安や悩みなどを軽減する

ために、専門職員が相談や支援を行います。

子育てカレンダー
が付いてます！

お子さんが生まれたら、出生届をはじめとする各種手続き

（お子さんのための手当である児童手当や、お子さんの医

療費を助成する小児医療費助成、健康診査や予防接種など

のご案内）があります。

子育てに関する不安や悩みなどを軽減するため、地域と行

政が協力して相談を受け付けています。また、親子の遊び

や息抜き、情報交換、仲間づくりの“場”として、子育て

支援センターなどがあります。

保育所等はもちろん、お子さんが病気で保育園等に通えな

いとき、病児・病後児保育室を利用できます。また、登録

会員相互による育児援助活動を行う有償ボランティア制度

であるファミリー・サポート・センターがあります。
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本ガイドブックに掲載している内容は平成29年10月１日時点でのものです。
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児童コミュニティクラブは市内10小学校区、12か所に開

設されています。また、放課後の居場所づくりとして、地

域と協力して運営する放課後子ども教室が、市内４小学校

区（成瀬小学校の放課後子ども教室については、平成29

年11月開設予定）、４か所に開設されています。

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭等の生活全般に関

する相談を受け付けています。また、児童扶養手当やひと

り親家庭等医療費助成制度をはじめ、就業を支援する給付

金の支給や、家庭生活支援員を派遣する制度があります。

手当･医療費助成をはじめ、市が自主的に行っている取組

だけでなく、国や神奈川県が実施している制度により、障

がいのあるお子さんをサポートしています。

高校生以上

のお子さん

なら

29ページ～30ページ
青少年相談などでは、市内に在住・在学・在勤の29歳ま

での方からの相談を受け付けています。また、国と地方公

共団体との協働事業である「神奈川県央地域若者サポート

ステーション」は、若年無業者に対し、職業的自立に関す

る多様な支援策を提供しています。

伊勢原市では、お子さんの成長・発達の記録や日頃の様子をつづっていく「は

ぐくみサポートファイル」を配布しています。成長の振り返り、切れ目のない

支援に繋げることができますので、ぜひ、ご利用ください。

子育て支援課、子ども家
庭相談課、障がい福祉課
で配布しています！
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内容が変更になる可能性がありますので、利用する前に各担当課にお問い合わせください。
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